
 

2 0 2 2 年 ６ 月 1 7 日 

 

各 位 

 

日 本 証 券 業 協 会 

資  格  管  理  部 

 

 

 

「2022年版 外務員必携」記載内容の追補について 

 

 

「2022 年版 外務員必携」（本年２月発刊）の記載内容について、別紙のとおり、発

刊以降の法令諸規則の改正等を追補し、また、一部誤記を訂正いたしましたので、御

通知いたします。当該追補については、以下の本協会ウェブサイトにも掲載しており

ますので、適宜御利用いただきますようお願い申し上げます。 

 

○ 本協会ウェブサイト：https://www.jsda.or.jp/gaimuin/hikkei.html 

 

 

以  上 

 

 

本件に関するお問い合わせ先：日本証券業協会 資格管理部（TEL 03-6665-6780） 

 

 

https://www.jsda.or.jp/gaimuin/hikkei.html
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「2022年版 外務員必携」記載内容の追補等 

 

2 0 2 2 年 ６ 月 1 7 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

「2022 年版 外務員必携」(2022 年２月発刊)について、以下のとおり、法令諸規則の改正等を追補し、また、一部誤記を訂正いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

１ 追補 第１巻 

47 頁上から７行目 

2021（令和３）年 11月に、ICMA（国際資本市場協会）が策定した原則に基づく「サステナビリティ・

リンク・ボンド」や、ICMAハンドブック及び経済産業省の基本指針等に沿った「トランジションボン

ド」を「SDGs債」として明示化することになりました。 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト（SDGsに貢献する金融商品に関する WG） 

（参照 URL：https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/chousa/sdgs_kon/SDGsWG.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

２ 訂正 第１巻 

51 頁下から５行目 

【誤】 

金融商品仲介業者としては、 

【正】 

金融商品取引業者としては、 

更新日：2022.６.17 

３ 追補 第１巻 

73 頁下から８行目 

241頁上から６行目 

「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定

の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、2021（令和３）年 11月５日に金

融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部が改正され、同年 11月 22日から施行さ

れています。この改正により、適格機関投資家の範囲が一部変更となっています。 

【主な改正箇所】 

・海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人などについて、届出制の下、一定期間国内において業務

を行うことを可能にする。 

・主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの運用に係る届出制度を創設する。 

更新日：2022.６.17 

別 紙 

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/chousa/sdgs_kon/SDGsWG.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

【出典：金融庁 ウェブサイト（参考 URL：

https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211110/20211110.html）】 

４ 追補 第１巻 

80 頁下から３行目 

金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告（2021（令和３）年６月公表）における、株

式投資型クラウドファンディング及び少人数私募についての見直しの提言を踏まえ、2022（令和４）年

１月 25日に金融商品取引法施行令等の一部が改正され、同年１月 29日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・株式投資型クラウドファンディングの発行総額（１億円未満）の算定方法  

・株式投資型クラウドファンディングの投資家の投資上限額（50万円）のあり方  

・少人数私募の人数算定方法 

【出典：金融庁 ウェブサイト（参考 URL：

https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220128.html）】 

更新日：2022.６.17 

５ 追補 第１巻 

135 頁下から 10 行

目 

金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告（2021（令和３）年６月公表）における、上

場会社等の非公開情報等に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等についての提言を踏まえ、

2022（令和４）年４月 22日に金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部が改正され、同年６月 22日

から施行される予定です。 

【主な改正箇所】 

・上場会社等の対象法人の非公開情報等について、金融商品取引業者と親子法人等の関係にある銀行間

等における情報授受に関し、当該法人の同意を不要とする一方で、停止の求めがあった場合には応じる

措置を設ける。 

【出典：金融庁 ウェブサイト（参考 URL：

https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422/20220422.html）】 

更新日：2022.６.17 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211110/20211110.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220128.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220422/20220422.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

６ 訂正 第１巻 

264 頁下から 15 行

目 

【誤】 

内部統制府令１条１項・３項・４項 

【正】 

内部統制府令１条１項・４項・５項 

更新日：2022.６.17 

７ 追補 第１巻 

296頁～308 頁 

2021（令和３）年５月 19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」によ

り、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）の一部が改正されました。

同改正は 2022（令和４）年４月１日から施行されています。この改正により、個人情報保護法の条番号

の一部にずれが生じています。 

【出典：個人情報保護委員会ホームページ（参照 URL：

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/）】 

更新日：2022.６.17 

 

８ 追補 第１巻 

297 頁下から 13 行

目 

以下は、2022（令和４）年４月 1日施行の個人情

報保護法を前提として記載します。 

以下は、2022（令和４）年４月 1日施行の個人情

報保護法（令和２年法律第 44 号による改正（いわ

ゆる３年ごと見直し））を前提として記載します。 

更新日：2022.６.17 

 

９ 追補 第１巻 

300 頁下から 13 行

目 

④漏えい事案等が発生した際の委託先の責任を規

定しなければならないと定められています（安全

管理実務指針５―３）。 

④漏えい等事案が発生した際の委託先の責任を規

定しなければならないと定められています（安全

管理実務指針６―３）。 

更新日：2022.６.17 

 

10 追補 第１巻 

305 頁上から 13 行

目 

（ただし、本人、国の機関、地方公共団体、放送

機関、新聞社、通信社その他の報道機関など一定

の者により公開されているものを除くものとされ

ているほか、本人を目視し、若しくは撮影するこ

とにより取得するその外形上明らかなものを除く

ものとされています。）。 

（ただし、本人、国の機関、学術研究機関等、地

方公共団体、放送機関、新聞社、通信社その他の

報道機関など一定の者により公開されているもの

を除くものとされているほか、本人を目視し、若

しくは撮影することにより取得するその外形上明

らかなものを除くものとされています。）。 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

11 追補 第１巻 

307頁上から８行目 

2022（令和４）年３月 24日に「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」により、金融商品取引

業等に関する内閣府令の一部が改正されました。同改正は同年４月１日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・個人である顧客に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生するおそれがある事態

が生じた場合の当局への報告を義務付けるための改正 

【出典：金融庁 ウェブサイト（参照 URL： 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220324/20220324.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

12 追補 第１巻 

310頁上から８行目 

2022（令和４）年３月 31日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」が一部改正され、

同年４月１日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・特定事業者が提示又は送付を受ける本人確認書類から、国民年金手帳を削除する。 

【出典：警察庁 ウェブサイト（参照 URL：

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm）】 

更新日：2022.６.17 

 

13 訂正 第１巻 

401 頁上から 13 行

目 

【誤】 

なお、各省庁が概算要求するもととなる「経済見

通しと経済財政運営の基本的態度」については、

例年は７月末頃に閣議了解されていました。2021

（令和３）年度は喫緊の課題である新型コロナウ

イルス感染症に迅速に対応するため、また翌年度

の状況確実性が大きかったため財務大臣が「概算

要求の基本的な方針」を示すにとどまりました

が、 

【正】 

なお、各省庁が概算要求するもととなる「予算の

概算要求に当たっての基本的な方針について」に

ついては、例年は７月末頃に閣議了解されていま

した。2021（令和３）年度は喫緊の課題である新

型コロナウイルス感染症に迅速に対応するため、

また翌年度の状況確実性が大きかったため財務大

臣が「概算要求の具体的な方針」を示すにとどま

りましたが、 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220324/20220324.html
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

14 追補 第２巻 

49 頁下から 10行目 

57 頁上から 10行目 

 

2021（令和３）年 11月１日に「金融サービスの提供に関する法律」（以下「金融サービス提供法」とい

います。）が施行されたことから、2022（令和４）年２月１日に本協会の「協会員の従業員に関する規

則」等の一部が改正され、同日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・協会員が本協会に採用時照会を行わなければならない対象に、過去５年間のいずれかの時点において

金融サービス仲介業者の外務員であった者又は現に金融サービス仲介業者の外務員である者を追加す

る。 

・本協会が協会員から採用時照会を受けた際、当該照会に係る者について、金融サービス提供法 77 条

において準用する金融商品取引法 64条の５第１項の規定による外務員の登録を取り消し又は職務の停

止を命ずる処分に関する情報を回答することとする。 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト（参照 URL：

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

15 追補 第２巻 

76 頁から 82 頁 

令和２年改正個人情報保護法等、個人情報の保護に関する法律についての関連ガイドライン及び金融分

野における個人情報保護に関するガイドライン等が 2022（令和４）年４月１日に全面施行されたことに

伴い、「個人情報の保護に関する指針」及び「『個人情報の保護に関する指針』に関する解説」の一部が

2022（令和４）年３月 29日に改正され、同年４月１日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・６か月以内に消去する短期保存データについて保有個人データに含めるよう保有個人データの定義を

修正し、仮名加工情報、個人関連情報、物理的安全管理措置及び外的環境の把握を新たに定義する。 

・第三者への個人データの提供にあたって本人の同意が不要な場合として、当該第三者が学術研究機関

等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるときを追加

する。 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト（参照 URL：

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html）】 

 

16 追補 第２巻 

84 頁から 85 頁 

90 頁から 96 頁 

127頁から 129頁 

2022（令和４）年４月１日に「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」等が制

定等され、同年７月１日から施行される予定です。 

【主な改正等箇所】 

○特定投資家私募制度等の整備を行うため、「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関す

る規則」を新たに制定する。 

○外国証券の取引に関する規則 

・既に発行された外国株券等の特定投資家向け売付け勧誘等又は特定投資家私募若しくは特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱いについて、「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する

規則」の規定を準用する。 等 

○株主コミュニティに関する規則 

 ・株主コミュニティへの参加に関する勧誘が可能となる者（参加勧誘対象者）を拡充する。 

・店頭取扱有価証券に該当する場合は、株主コミュニティへの参加勧誘を行うことができることとす

る。 等 

○店頭有価証券に関する規則 

 ・適格機関投資家について、店頭有価証券の２年間の譲渡制限を撤廃する。 等 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト（参照 URL：

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/index.html）】 

 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html
https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/index.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

17 追補 第２巻 

107 頁下から 15 行

目 

108頁上から９行目 

 

2022（令和４）年６月 10日に「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部が改正され、同年７月１

日から施行される予定です。 

【主な改正箇所】 

・主幹事会員は、新規公開に係る株券等の募集又は売出しに際して引受けを行うに当たり、当該主幹事

会員の引受割合を決定する場合、発行者等と協議しなければならないこととする。 等 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト（参照 URL： 

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/index.html）】 

 

更新日：2022.６.17 

 

18 追補 第２巻 

127頁上から５行目 

332頁上から８行目 

335 頁上から９行

目、13 行目、15 行

目 

2022（令和４）年３月 10日に「外国証券の取引に関する規則」の一部が改正され、同日から施行され

ています。 

【主な改正箇所】 

・「外国証券の公開買付け」の定義について、「不特定かつ多数の者に対し、外国株券等、外国新株予約

権証券、外国新投資口予約権証券又は外国債券の買付けの申込み又は売付けの申込みの勧誘を行い、外

国の金融商品市場外で外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券又は外国債券の買付

けを行うこと」と明確化する。 

・協会員が顧客からの外国証券の公開買付けに対する売付けを取り次ぐ場合において、現行の売付約諾

書の徴求に代えて、所定の事項について顧客に説明を行い、当該顧客から口頭又は書面の方法により承

諾を得た場合には、受注を可能とする。 

【出典：日本証券業協会 ウェブサイト 

（参照 URL：https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html）】 

 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/index.html
https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/kekka2021.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

19 追補 第２巻 

202 頁上から 12 行

目 

307頁下から３行目 

レバレッジ指標等に連動することを目的とする ETF及び ETNの信用取引に係る委託保証金の率の見直し

に伴い、2021（令和３）年 11月 19日に東京証券取引所の受託契約準則の一部が改正され、2023 年（令

和５）年１月 10日から施行される予定です。なお、本規定については、施行日以後に行う信用取引に

ついて適用され、施行日前に行った信用取引については、従前の例によるものとされます。 

【主な改正箇所】 

・レバレッジ商品等の信用取引に係る委託保証金の率を、30％に当該レバレッジ指標の倍率を乗じた率

（当該指標の倍率がマイナスの場合には、30％に０から当該指標の倍率を減じた額を乗じた率）とす

る。 

【出典：日本取引所グループ ウェブサイト 

（参照 URL：https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/00-archives-01.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

20 訂正 第２巻 

174頁上から９行目 

 

【誤】立会時間は後述の表のとおりになります 

（2020（令和２）年９月１日現在）。 

【正】立会時間は後述の表のとおりになります 

（2021（令和３）年９月 21 日現在）。 

更新日：2022.６.17 

 

21 追補 第２巻 

220 頁下から 14 行

目 

370頁上から３行目 

株式会社 JPX総研の設立に伴い、2022（令和４）年３月 17 日に東京証券取引所の業務規程等の一部が

改正され、同年４月１日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・TOPIX100 等の株価指数の指数算出会社を東京証券取引所から JPX総研へ変更する。 

【出典：日本取引所グループ ウェブサイト 

（参照 URL：https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/index.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

22 訂正 第３巻 

７頁下から 14行目 

【誤】 

金融緩和政策に伴う日本銀行による ETFの買い入

れともあいまって、2021（令和３）年９月末現在

で 171兆円となっています。 

【正】 

金融緩和政策に伴う日本銀行による ETFの買い入

れともあいまって、2021（令和３）年９月末現在

で 160兆円となっています。 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/00-archives-01.html
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/index.html
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

23 追補 第３巻 

109頁 

上から 14行目 

下から１行目 

2022（令和４）年２月 17日に、投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」

等の一部が改正され、同日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・長期修繕計画等に係る開示で、運用報告書等において積み立てられた金額の計算期間について、投資

信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則と平仄を取る。 

・資本的支出の開示について、約款等に定める公告だけでなく、電磁的方法の開示を認める。 等 

【出典：一般社団法人 投資信託協会 ウェブサイト（参照 URL：

https://www.toushin.or.jp/static/publiccomment/ichiran/22444/）】 

更新日：2022.６.17 

 

24 訂正 第３巻 

348頁上から９行目 

【誤】 

ロ 証券投資信託以外の投資信託（公募公社債等

運用信託を除きます。） 

【正】 

ロ 証券投資信託以外の投資信託（公募公社債等

運用投資信託を除きます。） 

更新日：2022.６.17 

 

25 訂正 第３巻 

388頁下から６行目 

【誤】 

(注) 「実質的に役務の提供の対価と認められる

もの」とは、1989（平成元）年 12月 11日に 

【正】 

(注) 「実質的に役務の提供の対価と認められる

もの」とは、2019（令和元）年 12月 11日に 

更新日：2022.６.17 

 

26 追補 第３巻 

443 頁下から 15 行

目 

年金手帳廃止に伴う税法上の本人確認書類としての取扱いを明確化するため、2022（令和４）年３月 31

日に所得税法施行規則等の一部が改正され、同年４月１日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) 所得税法施行規則第 81 条の６第２項 改正 

 ※ 既に交付されている年金手帳については、厚生労働省令により基礎年金番号を明らかにすること

ができる書類とみなされる間は、引き続き本人確認書類として使用することができる。 

（令和４年３月 31 日 官報 号外特第 37号 参照） 

 

更新日：2022.６.17 

 

https://www.toushin.or.jp/static/publiccomment/ichiran/22444/
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項番 区分 該当箇所 
内  容 

備 考 
変更前(必携記載内容) 変更後 

27 追補 第４巻 

123頁 

（図表２－１） 

超長期国債先物取引における取引単位及び即時約定可能値幅の見直し等に伴い、2022（令和４）年１月

５日に大阪取引所の業務規程等の一部が改正され、同年４月４日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・超長期国債先物取引の取引単位を額面１千万円とする。 

・超長期国債先物取引について、レギュラー・セッション及びクロージング・オークションに適用する

即時約定可能値幅を 90銭とする。 

【出典：日本取引所グループ ウェブサイト 

（参照 URL：https://www.jpx.co.jp/rules-participants/index.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

28 追補 第４巻 

128頁～129 頁 

（図表２－４） 

 

商品先物取引の取引制度の一部見直しに伴い、2022（令和４）年２月 14 日に大阪取引所の業務規程等

の一部が改正され、呼値の単位の変更は、同年４月 25 日から施行されています。 

【主な改正箇所】 

・金ミニ先物取引及び白金ミニ先物取引の呼値の単位を、それぞれ１グラムあたり 50 銭とする。 

【出典：日本取引所グループ ウェブサイト 

（参照 URL：https://www.jpx.co.jp/rules-participants/index.html）】 

更新日：2022.６.17 

 

 

以  上 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/01.html
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/01.html

